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CASSINA SIMON

Carlo Scarpa
イタリア、ヴェネチア生まれ。建築家、デザイナー、アーティスト。

1926 年ヴェネチア・アカデミー・オブ・アートを卒業し、プロとしてのキャリアを

始めた。職人たちとの交流を続けながら、20 年に渡り建築からガラス製作、デザ

インプロジェクトや美術館の展覧会立案まで、数多くのデザインを手がけた。長い

間ディノ・ガヴィーナとともに働き、シモンの代表的な一連の家具シリーズをデザイ

ンした。

九州生まれ。東京で建築を学び、設計事務所で働き始めた。1957 年ミラノトリエ

ンナーレの為にイタリアに渡った際、ディノ・ガヴィーナと出会い、その後活動の

場をイタリアに移した。シモンにも数々の名作コレクションを残している。彼のデ

ザインする家具は厳格さと美しいラインが際立っており、生まれ育った極東の文化

と交流を深めた西洋の文化が融合して彼独自の表現が本質的に表れている。ボロー

ニャにて没。

高濱和秀

（1906-1978）

（1930-2010）

アメリカ出身の画家、フォトグラファー、映画製作者。

ダダイズム、シュールレアリズムを代表する芸術家であり、超現実主義者。1920

～ 1930 年代、主にフォトグラファーとしてパリで活動していた。レイヨグラフ、ソ

ラリゼーションなどの技法を駆使し多様な作品を残した。

Man Ray （1890-1977）

ドイツ、シャルロッテンブルグ生まれ。

自由で本能的な創造性に満ち溢れ、様々な芸術的テクニックを応用する多才な芸

術家。1932 年パリに移り住み、マン・レイやデュシャンらシュールレアリズムの巨

匠達と交わり、ことマックス･エルンストとはパートナーとして親密な関係を築く。

代表作には、毛皮で覆われたコーヒーカップ「朝食」や、「imaginary furniture 

exhibition（創造的家具展）」の際に発表した鳥の脚のテーブルがある。

Meret Oppenheim （1913-1985）
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シモンは、ディノ・ガヴィーナとマリア・シモンチーニによって、建築やモダンアートで影響力のある

デザイナーたちと共に、偉大なるイタリアンデザインの伝統を更に進化させるべく1968年に設立さ

れた。シモンコレクションの持つ文化的素養や製造ノウハウにより、シモンは次第にデザインを愛す

る者たちにとって時代の最先端を担う定番のコンテンポラリーコレクションとなっていった。家具の

デザインが、文化的側面を促進する手段になったと言える。シモンから誕生した作品は、品質、完成

度、調和、詩情、皮肉の要素を特徴とし、デザインと製造技術の最高水準を示している。そしてこの

伝統は、カッシーナというもう一つの歴史的会社によって引き継がれた。

カッシーナがシモンをポートフォリオに加えたことは、イタリアンデザインの歴史に貢献してきた二つ

の重要なブランドが一つになったことを意味する。カッシーナは、1927年の創業当時から創意工夫、

素材、クラフツマンシップを追求してきた。一方シモンは、1968年に設立され、合理主義の限界を

極めることを目的とし、Ultrarazionaleコレクションで偉大な伝統的価値とのつながりを取り戻し、

Ultramobileコレクションで芸術と工業生産の融合を成し遂げた。

二つのブランドの創設者は、ディノ・ガヴィーナとチェーザレ・カッシーナである。親交を深めた1950

～1960年代、二人はイタリアンファニチャーの急速な世界的発展に大きく貢献した。彼らは独創的

な方向性を目指すデザインの将来について長く議論を戦わせ、ガヴィーナは家具全般を、カッシーナ

はソファと椅子を引き受けるということで合意した。また、その時代には足りなかったインテリアの

範囲を広げて新たな室内環境を提供するため、1962年FLOSというコンテンポラリーな照明の会社を

設立した。二人の素晴らしい実業家は、1960年代のイタリアンファニチャーの世界的ブームにの中で

消費と文化の新たな関係を築くことに尽力していた。

1962年、ガヴィーナは1920年代のマルセル・ブロイヤーデザインの家具をライセンス生産しはじめ、

これが世界初の再編集アーカイブモデルとなった。しかし、ル・コルビュジエ、ピエール・ジャンヌレ、

シャルロット・ペリアンが1929年にデザインした家具に関しては、その当時非常に高度な技術を要す

ると考えられたため生産はしなかった。それゆえにル・コルビュジエらのデザインは、1964年、デザ

インの可能性を理解しその技術をもって世界的成功に導くであろうと考えられたカッシーナの手に

委ねられた。

ガヴィーナこそが「デザインを再編集する」というコンセプトや、デザイン文化と家具の関係がいかに

重要であるかを初めて指し示し、カッシーナが後に1970年代よりフィリッポ・アリソン教授と共同開

発する、偉大な建築家たちのイ・マエストリコレクションの土台を築いたのだ。

HISTORY OF
CASSINA 
SIMON
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TRACCIA
DESIGN MERET OPPENHEIM 1939/1972
ULTRAMOBILE COLLECTION
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LES GRANDS TRANS-PARENTS
DESIGN MAN RAY 1938/1971
ULTRAMOBILE COLLECTION

LE MIROIR “S”
DESIGN MAN RAY
ULTRAMOBILE COLLECTION



10 11

DOGE
DESIGN CARLO SCARPA 1968
ULTRARAZIONALE COLLECTION
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SARPI
DESIGN CARLO SCARPA 1974
ULTRARAZIONALE COLLECTION
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TULU LG
DESIGN KAZUHIDE TAKAHAMA 1968
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CASSINA
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GAJA/GAJA BAR
DESIGN KAZUHIDE TAKAHAMA 1974
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CASSINA

CASSINA

23

DJUNA
DESIGN KAZUHIDE TAKAHAMA 1983

MARCEL T
DESIGN KAZUHIDE TAKAHAMA 1974
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本カタログの価格は全て税抜表示です。本カタログの価格は全て税抜表示です。

DOGE
ドジェ テーブル　【受注輸入品】  
デザイン：カルロ スカルパ（CARLO SCARPA）

W2200 × D1100 × H720 

  1,160,000

W2600 × D1020 × H720 

  1,200,000

W3060 × D1020 × H720 

  1,260,000

＜モデル標準仕様＞ 天板＝15mm厚フロートガラス、フレーム＝ステンレススティール・ヘアライン仕上、天板受け＝真鍮。

Kazuhide TakahamaCarlo Scarpa

TULU LG
ツル エルジー スタッキングチェア　【受注輸入品】  
デザイン：タカハマ カズヒデ（高濱 和秀）

E	 K	 F	 L	 O	 X（革）

W515 × D515 × H770 （SH460） 
86,000 88,000 92,000 100,000 104,000 110,000

交換用カバー 

48,000 50,000 54,000 62,000 66,000 72,000

＜モデル標準仕様＞ 脚＝スティールロッド・クロームメッキ仕上、背座＝ポリエステルパッディング・カバリング、脚先＝樹脂プラパート。5脚までスタッキング可能。

SARPI
サルピ テーブル　【受注輸入品】
デザイン：カルロ スカルパ（CARLO SCARPA）

レクタングル　W2200 × D1100 × H720 

  680,000

オーバル　W2130 × D1630 × H720 

  696,000

オクタゴン　W2130 × D1330 × H720 

  760,000

＜モデル標準仕様＞ 天板＝15mm厚フロートガラス、フレーム＝ステンレススティール・ヘアライン仕上。天板受け＝真鍮。

GAJA/GAJA BAR
ガヤ/ガヤ バー チェア/カウンターチェア　【受注輸入品】
デザイン：タカハマ カズヒデ（高濱 和秀）

E	 K	 F	 L	 O	 X（革）

GAJA チェア　W510 × D440 × H670（SH460） 
66,000  68,000 70,000 76,000 80,000 82,000

GAJA BAR カウンターチェア　W510 × D440 × H850 （SH640） 
78,000  80,000 82,000 88,000 92,000 94,000

GAJA S チェア　W510 × D440 × H670 （SH460） 
74,000  76,000 78,000 84,000 88,000 90,000

GAJA BAR S カウンターチェア　W510 × D440 × H850 （SH640） 
86,000  88,000 90,000 96,000 100,000 102,000

GAJA チェア 交換用カバー　 

36,000  38,000 40,000 46,000 50,000 52,000

GAJA BAR カウンターチェア 交換用カバー　 

36,000  38,000 40,000 46,000 50,000 52,000

GAJA S チェア 交換用カバー　 

44,000  46,000 48,000 54,000 58,000 60,000

GAJA BAR S カウンターチェア 交換用カバー　 

44,000  46,000 48,000 54,000 58,000 60,000

＜モデル標準仕様＞ フレーム＝スティールロッド・クロームメッキ仕上、背座＝ポリエステルパッディング・カバリング、脚先＝樹脂プラパート。
チェアのみ4脚までスタッキング可能。
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本カタログの価格は全て税抜表示です。本カタログの価格は全て税抜表示です。

DJUNA
ジューナ サイドテーブル　【受注輸入品】  
デザイン：タカハマ カズヒデ（高濱 和秀）

トップ＝ブラックマーブル　W580 × D480 × H450 

  172,000

トップ＝マット塗装　W580 × D480 × H450 

  82,000

トップ＝グロッシー塗装　W580 × D480 × H450 

  94,000

＜モデル標準仕様＞ 天板＝ブラックマーブル、MDF（マット塗装仕上／グロッシー塗装仕上）、フレーム＝スティールロッド・クロームメッキ仕上。
マット塗装、グロッシー塗装は各21色よりお選びいただけます。

MARCEL T
マルセル T ネストテーブル　【受注輸入品】
デザイン：タカハマ カズヒデ（高濱 和秀）

トップ＝クリアガラス　W430 × D460 × H430 

  130,000

トップ＝フロストガラス　W430 × D460 × H430 

  145,000

トップ＝マット塗装　W430 × D460 × H430 

  130,000

トップ＝グロッシー塗装　W430 × D460 × H430 

  145,000

＜モデル標準仕様＞ 天板＝8mm厚クリアガラス／8mm厚フロストガラス／12mm厚MDF（マット塗装仕上／グロッシー塗装仕上）、フレーム＝スティールロッド・クロームメッキ仕
上。マット塗装とグロッシー塗装は下記21色よりお選びいただけます。
下記3サイズで1セットとなります。
各テーブルサイズ： W460xD430xH430 ／ W430xD430xH370 ／ W400xD430xH310

TRACCIA
トラッチャ サイドテーブル　【受注輸入品】
デザイン：メレット オッペンハイム（MERET OPPENHEIM）

W680 × D530 × H650 

  420,000

＜モデル標準仕様＞ 天板＝木製パネル・箔仕上、裏面イエローゴールド塗装仕上、脚＝ブロンズ鋳物。
デザインの特性上、多少ぐらつくことがあります。

Meret Oppenheim

チャイナレッド

ホワイト

バーガンディ

アイボリー

ネイビー

クリーム

ブルー

ベージュ

ラベンダー

オークル

パールグレイ

サンドベージュ

ライトグレー

グレージュ

ミディアムグレー

セージグレー

ダークグレー

ブラウン

ブラック

マスタード コーラル
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本カタログの価格は全て税抜表示です。

Le Miroir "S"
ル ミロワール S ミラー　【受注輸入品】
デザイン：マン レイ（MAN RAY）

W910 × Dt26 × H1810 

  242,000

＜モデル標準仕様＞ ミラー＝6mm厚ガラス ・シルクスクリーン印刷。壁掛け式。

Man Ray

Les grands trans-Parents
レ グラン トランスパラン ミラー　【受注輸入品】
デザイン：マン レイ（MAN RAY）

W910 × Dt26 × H1810 

  242,000

＜モデル標準仕様＞ ミラー＝6mm厚ガラス ・シルクスクリーン印刷。壁掛け式。
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本カタログの価格は全て税抜表示です。

383 MOTEK
MOTEK モテック アームレスチェア　【受注輸入品】
デザイン：ルカ ニケット（LUCA NICHETTO）

W485 × D500 × H815 （SH455） 
  72,000

＜モデル標準仕様＞ 背座＝圧縮フェルト（グレー・アントラサイト）、フレーム＝アルミニウム・ブラック塗装

Luca Nichetto
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本カタログの価格は全て税抜表示です。本カタログの価格は全て税抜表示です。

P22
395 P22
デザイン：パトリック  ノルゲ（PATRICK NORGUET）

E	 K	 F	 L	 O	 X（革）	 Y（革）	 Z（革）

ラウンジチェア シェル・背・座＝革 （黒13X606／カフェラテ 13X323） フレーム＝ブラック塗装　W770 × D845 × H1110 （SH410, AH550） 
  600,000

フットレスト シェル・座＝革（黒13X606／ カフェラテ13X323） フレーム＝ブラック塗装　W640 × D470 × H420 

  200,000

【受注輸入】　ラウンジチェア　W770 × D845 × H1110 （SH410, AH550） 
490,000  496,000 520,000 554,000 576,000 600,000 640,000 720,000

【受注輸入】　フットレスト　W770 × D845 × H1110 （SH410, AH550） 
150,000  154,000 160,000 176,000 184,000 200,000 210,000 240,000

  

【受注輸入】　395-11 ラウンジチェア 2トーン シェル＝革（ベージュ13Z300） 背座＝ファブリック（ベージュ13L557） フレーム＝グレーベージュ塗装 

  780,000

【受注輸入】　395-12 ラウンジチェア 2トーン シェル＝革（グレー13Z304） 背座＝ファブリック（グレー13L558） フレーム＝ブラック塗装 

  780,000

【受注輸入】　395-21 ラウンジチェア 2トーン シェル＝ファブリック（モスグリーン13L520） 背座＝ファブリック（ライトグリーン13L555） フレーム＝グレーベージュ塗装 

  640,000

【受注輸入】　395-22 ラウンジチェア 2トーン シェル＝ファブリック（ダークレッド13L208） 背座＝ファブリック（レッド13L552） フレーム＝チェスナットブラウン塗装 

  640,000

【受注輸入】　395-23 ラウンジチェア 2トーン シェル＝ファブリック（グレー13L204） 背座＝ファブリック（ライトグレー13L558） フレーム＝グロッシーアルミニウム 

  640,000

＜モデル標準仕様＞ 背座＝モールドポリウレタンフォーム・ポリエステルパッディング・革張込（黒13X606／カフェラテ13X323）、フレーム＝アルミニウムブラック塗装仕上 【受注
輸入】 背座＝モールドポリウレタンフォーム・ポリエステルパッディング・張込、フレーム＝アルミニウム塗装仕上（ブラック／グレーベージュ／チェスナットブラウン／グロッシー仕上）

Patrick Norguet

1=2
ワンイコールツー テーブル　【受注輸入品】
デザイン：ジャン ヌーベル（JEAN NOUVEL）

W3113FT + W3202FT テーブル クリアガラス　W1720～2615 × D920 × H750 

  600,000

W3113EV + W3202EV テーブル カラーガラス　W1720～2615 × D920 × H750 

  640,000

W3113SV + W3202SV テーブル サテンガラス　W1720～2615 × D920 × H750 

  748,000

W3113FT +W3213FT テーブル クリアガラス　W1720～3475 × D920 × H750 

  680,000

W3113EV +W3213EV テーブル カラーガラス　W1720～3475 × D920 × H750 

  720,000

W3113SV + W3213SV テーブル サテンガラス　W1720～3475 × D920 × H750 

  828,000

W3122FT コンソール クリアガラス　W1310 × D500 × H750 

  252,000

W3122EV コンソール カラーガラス　W1310 × D500 × H750 

  266,000

W3122SV コンソール サテンガラス　W1310 × D500 × H750 

  308,000

＜モデル標準仕様＞ 天板＝15mm厚ガラス（クリアガラス ／ カラーガラス ／ サテンガラス）、脚部＝ステンレススティール・ヘアライン仕上、キャスター付。
カラーガラスは7色、サテンガラスは3色よりそれぞれ色をお選びいただけます。
天板サイズ＝W3113／W3213 ：W1720×D860、 W3202 ： W860×D860、 W3122： W1310×D500

Jean Nouvel

レッド

サテンガラス

クリアガラス

カラーガラス

ホワイト

ブラック

イエロー

ホワイト

グレージュ レッド グレー ブルー ブラック
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MOTEK
DESIGN  LUCA NICHETTO



38 39

MOTEKImagine a sheet that is folded, bent
and moulded by dexterous hands to create
a surprise shape by the clever juxtaposition
of solids and voids. Luca Nichetto interprets
the concept of a chair by starting from a
sheet of synthetic felt: the seat, back and
sides are obtained through a system of
folds and cuts that map out the proportions,
folds and volumes. The light, geometrical
frame is supported by slender legs in wood
or metal. The result is a chair marked by a
strong personality: comfortable, functional
and elegant. If a complex problem can
be solved by a simple solution, Motek is
simplicity in a chair.

ひとひらの紙が折りたたまれ、人の手による精緻な技で形が作られ、ソリッドでありながら軽やかさが絶妙に組み合わされた状態を想像して欲しい。ルカ･ニケットは一枚の合成

フェルトを基に椅子というコンセプトを新たな視点で捉え直している。座と背さらには側面が全体のプロポーション、折り目、ボリューム感を考慮した上でシステマティックに作り

出されている。軽く幾何学的なフレームは、木、もしくはメタルの脚に支えられており、極めて個性的なチェアを実現。快適でありながら機能的なばかりではなく、優雅さを併せ持

つMotekは「シンプル」という要素が椅子の中に凝縮されたアイテムである。
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P22
DESIGN  PATRICK NORGUET
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p22It has the bourgeois soul of a classic
French bergère and the ergonomic design of an
astronaut’s seat; the informal intimacy of a cosy
English domestic scene and the quiet tranquillity
of a spaceship as it travels through outer space. 
A subtle interaction between tradition and change
as suggested by the skilful design of the front and
back legs expressing a delicate balance between
rushing forward and holding back; or the option
of choosing different colours for the inside and
out to express its dualistic nature. Patrick Norguet
conceived the P22 to express both the future and
the past, a refined piece that can be used as a
small, comfortable throne, or a poetic celestial
cradle, encouraging the mind and the body to
reflect on a past filled with memories and 
a futurefilled with the promise of discovery.

それは伝統的なフランスのラウンジチェアの持つブルジョワジーの魂を受け継ぎながら、人間工学的な宇宙飛行士のシートのようなデザインを併せ持っている。

英国家屋の静かな風景を想起させるともに大気圏外を飛行する宇宙船の快適さが息づいていると言えよう。前方に、そして後方へと伸びる脚は伝統と革新の融合、さらには椅子の

持つ繊細なバランスを体現しており、表裏で異なる色の組み合わせに仕立てているオプションもまたこのプロダクトの二面性を際立たせている。パトリック・ノルゲはP22に未来と

過去の要素を織り込み、我々のマインドと体を包み込む小さく快適な玉座、あるいはポエティックな揺りかごの如く作り上げている。
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1=2
DESIGN  JEAN NOUVEL
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1=2“I have always loved” Jean Nouvel states “the idea 
of something that can turn into something else; 
the 1=2 table, which was launched by Zeritalia a few 
years ago and which Cassina re-edits today, 
was created from a simple idea: you have two small 
stacking tables: if you change the height of the feet, 
when you lift one of the tables up in order to flank it 
to the other, the result is a big table! 
This is the central idea: doing several things starting 
from only one; perceiving different dimensions and 
offering different uses”. The 1=2 range is based 
on a system of two stacking tables that ensure an 
automatic leveling when they are pulled together. 
The range includes tables and consoles for a 
domestic use or for the office. Initially realized in a 
12 millimeters toughened glass, nowadays the 1=2 
family is realized in a 15 millimeters toughened glass 
and in several colours. The feet, which integrate 
unidirectional castors, are made of brushed stainless
steel and are fixed to the glass surface with an 
optical bonding.

「私は常日頃からひとつのものが別のものに変容するという考えに共鳴していた。」とジャン・ヌーベルは語る。

数年前にゼリタリア社から発表し、今般カッシーナと共に再編集した1＝2テーブルは極めてシンプルなアイディアに端を発している。スタッキングされた下のテーブルを引き出すと自

動的に高さが調整され、2つで１つの大きなテーブルへと様変わりする。ホーム・ユース、オフィス･ユースの双方に適し、テーブル、コンソールなどのアイテムを展開。当初12ミリの強化

ガラスを用いていた天板は現在15ミリ厚のものを使用しておりカラｰガラス、サテンガラスなど好みに合わせた組み合わせが可能である。
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1976年イタリア、ヴェネチア生まれ。美術学校卒業後、ヴェネチア建築大学

でインダストリアルデザインの学士号を取得。1999年プロとしてのキャリア

を開始し、同年フォスカリーニとのコラボレーションを始める。2006年、自

らのデザイン会社「二ケット　アンド　パートナーズ」を設立し、2011年に

はストックホルムにオフィスを開設。世界各国の様々なデザイン展に参加

し、デザインイベント等のアートディレクターも務める。企業とのコラボレ

ーションで数多くのプロダクトを発表している、注目のデザイナー。

Luca Nichetto

1969年フランス生まれ。パリのインダストリアル・デザイン・ハイスクール

卒業後、2000年に自身のデザイン事務所を設立。有名ラグジュアリーブラ

ンドのグラフィックを手掛けるほか、家具などのプロダクトデザインや、フ

ァストフード店の内装・家具をデザインするなど、活動の範囲は幅広い。

2005年メゾン・エ・オブジェのデザイナー・オブ・ザ・イヤーに選ばれるな

ど、注目の若手デザイナー。

Patrick Norguet

1945年フランス、フーメル生まれ。パリの美術学校、エコール・デ・ボザー

ル出身。1987年アラブ世界研究所で脚光を浴び、独特なガラスの使い方で

光を操る建築が特徴的。1994年アトリエ・ジャン・ヌーベル設立。2001年高

松宮殿下記念世界文化賞、2008年プリツカー賞など数多く受賞し、様々な

プロジェクトを請け負う世界的建築家。

Jean Nouvel






